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伝えると伝わるの違い｡ 

与えると貢献の違い｡ 

たくさん貢献する人生を歩みたい｡     

    

    書道家 武田 双雲   

９ 
２０２１ 

協力金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください 

要請期間 6/21(月)～7/11(日) [21日間] 7/12(月)～8/1(日) [21日間] 

申請期間 9/3(金)まで 9/6(月)まで 

要請内容 
《営業時間》5時～21時 

（酒類提供は11時～20時半)※酒類提供要件を満たしていること 

支給額  2.5万円～20万円/日(売上規模による)  

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金 

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

  および まん延防止等重点措置協力金 

要請期間 8/2(月)～8/16(月) [15日間] 8/17(火)～8/19(木) [3日間] 

申請期間 9/3(金)～10/4(月)  

要請内容 

《営業時間》5時～21時 

（酒類提供は11時～20時半） 
※酒類提供要件を満たしていること 

※カラオケ喫茶･スナック(カラオケ

ボックスを除く｡)については､時短要

請期間中､カラオケ設備の使用を自粛

していること  

《営業時間》5時～20時 

（酒類提供は禁止) 
※カラオケ喫茶･スナック(カラオケ

ボックスを除く｡)については､時短

要請期間中､カラオケ設備の使用を

自粛していること  

 

支給額  
2.5万円～20万円/日 

(売上規模による)  

3万円～20万円/日 

(売上規模による)  

 本誌では｢城陽市｣の事業所を対象とした内容を 

ご紹介しております｡地域によって要請内容や協力金

の支給条件が異なりますのでご注意ください｡ 
！ 

■ 京都府緊急事態措置協力金 

要請期間 8/20(金)～9/12(日) [24日間] 

申請期間 未 定 ※要請終了後に受付開始予定 

要請内容 

【酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合】 

 休業要請 

【酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合】 

《営業時間》5時～20時 

支給額  4万円～20万円/日(売上規模による)  

【京都府ホームページ】より、 

各要請の案内ページをご確認ください。 

https://www.pref.kyoto.jp/koho/corona/jigyosha.html 

 ◎協力金に関するお問い合わせ先  ※月～土9:30～17:30  

  協力金コールセンター(飲食店等)  TEL:075-365-7780  

  大規模施設等協力金コールセンター TEL:075-252-1330  

 飲食店酒類提供支援事務局     TEL:075-284-0143  

※申請は、WEB申請および郵送による申請が可能です。 

各協力金の詳しい内容や、申請については･･･ 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

対象者 
新分野展開や業態転換､事業･業種転換等の取組､事業再編又はこれらの取組を通じた規

模の拡大等を目指す企業･団体等   

補助金額 

【通常枠】従業員数20人以下：100万円～4,000万円／ 

     21～50人：100万円～6,000万円／51人以上：100万円～8,000万 

【大規模賃金引上枠】従業員数101人以上：8,000万円超～1億円  

【卒業枠】中小企業者等：6,000万円超～１億円  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：8,000万円超～１億円  

【緊急事態宣言特別枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

           6～20人：100万～1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円 

【最低賃金枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

       6～20人：100万円～ 1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円  

補助率 

【通常枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

      中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) 

【大規模賃金引上枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

          中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)  

【卒業枠】中小企業者等：2/3  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：1/2  

【緊急事態宣言特別枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

【最低賃金枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 申込締切 【第3回】令和3年9月21日(火)まで 

お問合せ 
事業再構築補助金コールセンター 

℡0570-012-088（月～土 9:00～18:00 ※祝日を除く）  

■ 事業再構築補助金【第３回公募】 

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

対象事業 

策定した｢経営計画｣に基づき､商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓

等(生産性向上)のための取組｡あるいは､販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化

(生産性向上)のための取組｡  

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費 

⑧借料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪設備処分費⑫委託費⑬外注費   

補助率 2/3以内(上限額50万円) 申請締切 【第6回】令和3年10月1日(金)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜一般型＞補助金事務局 

℡03-6747-4602（月～金 9:30～12:00、13:00～17:30 ※土･日･祝日を除く） 

対象事業 

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス､生産性プロセスの導入等に取り組

み､感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな

投資を行う事業｡ 

対象経費 

①機械装置等費②広報費③展示会等出展費(オンライン等にて行われる展示会等に限る)

④開発費⑤資料購入費⑥雑役務費⑦借料⑧専門家謝金⑨設備処分費⑩委託費⑪外注費 

⑫感染防止対策費  

補助率 3/4以内(上限額100万円) 申請締切 【第3回】令和3年9月8日(水)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞コールセンター 

℡03-6731-9325（月～金 9:00～18:00 ※祝日を除く） 

■ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 
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対象者 

【次の３つの条件をいずれも満たす事業者】 

①京都府内で飲食業を営む中小企業者・小規模事業者 

②食品衛生法における飲食店営業許可等を受けている店舗を運営する事業者 

③既に宅配事業を行っている又は新たに宅配事業を始める事業者 

※もともと宅配サービスのみで事業を行っていた方は対象となりません。   

補助率 10/10 中小企業者：最大10万円 小規模事業者：最大5万円  

事業期間  令和3年8月2日(月)～8月31日(火) 申込締切 令和3年9月17日(金)   

申請方法 郵送のみ受付  

お問合せ 
（公財）京都産業２１ 宅配緊急支援補助金センター  ℡075-315-1041 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く）  

■ 飲食業者宅配緊急支援補助金   

新型コロナウイルス感染症関連 府補助金（飲食店等） 

対象者 
飲食店／商店街やショッピングモール内のテナント等､不特定多数の者が来店する店舗

であり､事前に｢CO2濃度モニタリング協力店｣に登録されている店舗 

協力金額 Aコース(データ手動送信)：3万円 ／ Bコース(データ自動送信)：5万円 

申請期間   

【飲食店等】令和3年10月1日(金)～令和4年1月31日(月)まで 

【商店街･ショッピングモール等】令和3年11月1日(月)～令和4年1月31日(月)まで 

※データ提供開始後3か月が経過した時点から1月31日までの期間に申請してください  

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

お問合せ 
｢京の飲食｣安全対策向上事業事務局 ℡075-256-8143 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ ｢京の飲食」安全対策向上事業 CO2濃度データ提供協力金   

経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで！ 
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 飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を更に進め、

京都府民および事業者の皆さまにとってより安心・安全な環境を整備する

ため京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を

認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」が実施され

ます。基準を満たした認証店にはステッカーが交付されるほか、店舗情報

がホームページに掲載されるなど、お店選びやお店のＰＲにお役立ていた

だけます。（ホームページへの掲載は希望した場合のみ）  

■京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 のご案内 

                    ⇒詳細は、京都府ホームページにて！    

https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html 
▲認証ステッカー 

9月8日（水）13:30～16:00 

9月9日（木）13:30～16:00 

9月16日（木）13:30～16:00 

9月17日（金）13:30～16:00 

小規模事業者の資金調達を応援します。 

～マル経融資のご案内～ 

■ 利用の対象 

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。 

■融資限度額／２,０００万円 

■金 利／年1.21％(令和3年8月2日現在) 

■返済期間／運転7年以内・設備10年以内 

■担保・保証人／不要 
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新型コロナウイルス感染症関連 国・府支援金 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ぜひご相談ください (℡0774-52-6866) 

■ 京都府酒類販売事業者支援金 

対象者 前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した､府内に本社･本店がある酒類販売事業者等  

支給 

上限金額 

支給対象月(令和3年4月､5月､6月､7月)ごとに､以下の金額を上限に､売上減少額から国の

月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給｡  
① 令和3年4月､5月､6月､7月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  50％以上減少している場合 ･･･中小法人等：20万円/月 個人事業者等：10万円/月 
② 令和3年4月､5月､6月､7月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  70％以上減少している場合 ･･･中小法人等：40万円/月 個人事業者等：20万円/月 
③ 令和3年7月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  90％以上減少している場合 ･･･中小法人等：60万円/月 個人事業者等：30万円/月  

申請締切 
①② 支給対象月が令和3年4月、5月、6月分：令和3年9月30日(木)まで 

 ③ 支給対象月が令和3年7月分      ：令和3年11月1日(月)まで  

申請方法 WEB申請、郵送による申請 お問合せ 
飲食店酒類提供支援事務局 ℡075-284-0143 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

対象者 

以下の全てを満たす者 ①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業

時短営業又は外出自粛等の影響を受けている ②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措

置が実施された月のうち､措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と

比べて50％以上減少している ※業種/地域を問わない 

給付額 
2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 

（上限金額：中小法人等:20万円/月、個人事業者等:10万円/月） 

申請締切 
 [7月分]  令和3年9月30日(木)まで（事前確認：9月27日(月)まで） 

 [8月分]  令和3年10月31日(日)まで（事前確認：10月26日(火)まで） 

申請方法 WEB申請 ※一時支援金又は月次支援金を受給済の方は､一部手順を省略可｡ 

お問合せ 月次支援金事務局 ℡0120-211-240（土･日･祝日を含む全日 8:30～19:00) 

｢月次支援金｣ に上乗せして支給されます！ 

■ 月次支援金 
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城陽市 各種補助金 

 営業時間 ２０:００～２４：００  

本誌チラシ同封サービスを利用しませんか？ (℡0774-52-6866) 

【市補助金】城陽産業おうえん補助金 

対象者 城陽市内に施設を有する中小企業者、個人事業主 

対象事業 
事業を継続する上での重大なリスクを回避･分散･軽減するために自ら策定し 

たBCP 等に基づいて行う取組(事業)  

補助率 10/10以内(上限額10万円) 締 切 令和3年9月30日(木)まで 

【市補助金】明日のかがやく産業創出補助金 

対象者 

①令和3年4月1日～令和4年3月31日までに城陽市内で新規創業または第二創業される

(された)方 ②京都府中小企業融資制度又は城陽チャレンジスクエア参画金融機関(日

本政策金融公庫・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫)が取り扱う

創業を支援するための融資制度を利用した方又は利用する予定の方 ③市税等を完納

(新型コロナウイルス感染症の影響で徴収猶予を受けているものを除く｡)されている方  

支援内容 

【１】まちなかにぎわいづくりビジネスプランコンテスト補助金《プレゼン審査》 

・対象経費の2分の1に相当する額。 

・上限額はプレゼンテーション審査の上位から70万円、50万円、30万円 

 （創業年度中に市外から転入する場合は10万円を加算）  

【２】創業融資利子補給補助金《書類審査》 

・府制度融資及び城陽チャレンジスクエア参画機関が取り扱う融資の支払利子のうち 

 年利1.4％を上限とし、1年あたり10万円まで補助。（融資を受けた時（融資開始日 

 が指定決定年度より前の場合は、指定決定年度の4月1日）から2年間補助）  

締 切 令和3年12月28日(火)まで 

 ◇市補助金のお問い合わせは・・・ 

城陽市役所まちづくり活性部商工観光課 まで 

ＴＥＬ：０７７４－５６－４０１８  ＦＡＸ：０７７４－５６－３９９９ 
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 7月中旬に日本政府は過去最大幅となる最低賃

金の引き上げを決定した｡最低賃金とは､2002年

度から企業が労働者に支払う罰則を伴う義務の

ある最低限の時給と定められている｡21年度の引

き上げ額が28円(3.1%の引き上げ幅)と決定され､

最低賃金は全国平均930円となった｡この“目

安”をベースに各都道府県が実際の金額を決め

て10月頃に適用されるのが一般的な流れである｡

大和総研のエコノミストは日本経済予測の直近

のレポートで､上記の最低賃金の目安(目標)設定

の仕組みにおける以下の二つの問題点を指摘し､

最低賃金の改定の仕組みに多面的な視点が必要

であると結論づけている｡ 

 まず､最低賃金の改定額の目安が決められる過

程で､マクロ経済指標がどのように反映されてい

るのか不明瞭であることを課題として挙げてい

る｡これにより目標達成のために最低賃金が過度

に引き上げられるリスクが高まり､景気や雇用な

どをかえって悪化させる恐れがある｡企業の事業

活動や雇用への悪影響を抑えつつ､最低賃金を持

続的に引き上げて経済の好循環を実現するため

には､経済実態に即した目標や､透明性と合理性

の高い引き上げ率を設定する必要があろう｡諸外

国の最低賃金の引き上げ方式を確認すると､フラ

ンスや米国(コロンビア特別区)､カナダ(オンタリ

オ州)などが採用している特定の経済指標に連動

させて改定する｢指標連動型｣と､日本や韓国､英

国､ドイツ､オーストラリアなどが導入している

経済指標などを総合的に勘案する｢総合勘案型｣

という2種類に大別される｡指標連動型は最低賃

金の改定作業が簡素化され､改定プロセスに透明

性が担保される一方､総合勘案型は幅広い経済指

標を参照し､その時々の経済状況や社会情勢に応

じて引き上げ率を柔軟に決めることができる｡ど

ちらの仕組みも一長一短があるものの､日本では

総合勘案型の中で､改定プロセスの透明性をより

一層高めていき､意図しない景況感と雇用情勢の

悪化を可能な限り回避することが課題であろう｡ 

 次に課題として指摘しているのは､日本の最低

賃金の目標設定が絶対額で示されていることで

ある｡確かに､現在の時給という絶対額で示すこ

とは､分かりやすくて周知しやすい｡しかし､都道

府県が､この目安を各地域の現状に合わせて判断

基準とするため､全国一律の絶対額表示が最低賃

金の目安として必ずしも適しているとはいえな

いであろう｡加えて､現状では最低賃金の目標水

準が全労働者の中でどの程度の所得水準を目指

しているのか明らかにされていないことも課題

として挙げられよう｡この点､参考になるのは英

国であり､同じ総合勘案型であるが目標は絶対額

ではなく､一国全体の賃金としてベンチマーク(標

準的な水準)を採用している｡｢賃金中央値の3分の

2｣は英国政府が定義する“low pay”(低賃金労働

者の賃金水準)と同じであり､OECD(経済協力開

発機構)の定義とも一致する｡このように相対的な

水準が目標とされているため､景気が拡大し労働

市場で賃金上昇率が高まる局面では最低賃金の

引き上げが促進される一方､景気が悪化し企業の

人件費負担が重い局面では大幅な引き上げが行

われにくい｡このように目標額そのものが経済状

況に応じて変動し､毎年の最低賃金の引き上げ率

を調整するように最低賃金決定の仕組み自体に

景気変動への調整が組み込まれていることで､政

府などの判断の恣意(しい)性を排除するという点

において､日本の仕組みよりも優れているといえ

よう｡ちなみに英国では低賃金労働者の基準が最

低賃金の目標に反映されている｡英国の最低賃金

(21年4月で8891ポンド)は23歳以上を対象とした

ものであり､若年層や養成訓練生(Apprentice)には

かなり低い最低賃金が設定されている(例えば､18

～20歳は同6.56ポンド､養成訓練生は4.30ポン

ド)｡ 

 ただし､このような指摘は日本が最低賃金の目

標を引き下げる必要があることを必ずしも意味

しないことに留意が必要である｡低スキル労働者

が一般的な就業時間で得るべき所得水準は､その

国の文化や価値観などに照らして定められるこ

とが望ましいためである｡日本社会が目指すべき

最低賃金の水準とはどのようなものか､マクロの

賃金中央値の公表や指標連動型の仕組みの部分

的導入などを含め､ポストコロナでは多面的に検

討を進める必要があろう｡           

6 

当所ＬＩＮＥアカウントから、補助金・協力金・セミナー等の 【最新情報】 をお知らせします! （ＩＤ ： joyo-cci） 
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 ある自治体の女性職員との会話で､｢このまち

でもうちょっと売れてもいいと思う商品はあり

ますか？｣と聞いたところ､｢とてもおいしいジャ

ムがあるのですが､パッケージデザインがいま一

つなんです｣との返事｡さらに､｢隣のまちにとて

もかわいいジャムを売るお店があって､あちらは

連日行列ができるほど売れています｡味は絶対負

けていないと思うのですが｣とのこと｡ 

 そこで､お薦めのジャムを3種類買って食べて

みたところ､確かにこれまで経験したことのない

おいしさでした｡それからわが家ではこのジャム

がすっかり定番になっています｡家族に聞くと

｢おいしいけれど､もう少し入れ物が使いやすく

て､かわいいといいのに｣との評価でした｡ 

 中身は抜群に良いけれど､外観や見栄えで損を

している商品は全国あちこちにあります｡その状

態を脱却するために､一度中身はもちろん､外観

の美しさで高い評価を得ている商品を研究して

みてはいかがでしょう､というのが今回のテーマ

です｡ 

 私が感動した“美しすぎる見栄え”の地方発

ヒット商品をいくつか紹介します｡ 

 まず山形県山形市の老舗和菓子屋の乃し梅本

舗 佐藤屋の｢空ノムコウ｣です｡伝統の寒天菓子

をガラス工芸のような見栄えに仕上げたもので､

SNS上でも話題になり､通販でも注文が殺到して

います｡同様にアートのような和菓子に､｢美しす

ぎて食べられない｣とまでいわれる岐阜県大垣市

の御菓子つちやの｢みずのいろ｣があります｡干錦

玉(ほしきんぎょく)という伝統菓子をハーブで

色付けしたもので､もともと柿ようかんを長くつ

くっていた老舗ならではの技が光ります｡ここま

で超絶技巧ではなさそうですが､福島県いわき市

のゼリー専門店ゼリーのイエの｢ゼリー｣も､その

色使いのカラフルさでSNS上では人気を博してい

ます｡ 

 商品そのものが美しいというものもあります

が､入れ物の美しさ､かわいさで売り切れ続出に

なっているものに､岐阜県恵那市の銀の森の｢プ

ティボワ(森の恵みクッキー)｣があります｡豪華

な四角い缶にびっしりとクッキーが詰められて

おり､その味の多様性と地域性にも驚かされま

す｡どんぐりや山椒(さんしょう)など､あまり

クッキーには入れないような素材のバリエー

ションが素晴らしく､食べると外観以上に驚きと

感動を味わえます｡ 

 また愛知県名古屋市の老舗カフェのカフェタ

ナカが販売する｢REGAL｣という名のクッキー缶も

外観のかわいさからいつも売り切れ状態です｡こ

ちらも外観とその価格に見合う満足が提供され

ているからこそ多くのリピーターが付いていま

す｡ 

 さらに言えば､“美しすぎる見栄え”というの

はモノだけではなく､サービスについても感じる

ことがあります｡熟練のバーテンダーがカクテル

をつくるときの動きや､一流の料理人の包丁さば

きなどは美しさを感じることが多いものです｡有

名店ではなく､まち場の喫茶店でも､時折見事な

接客に触れることがあります｡ 

 いずれもこのカテゴリーの商品やサービスは

こんなもの､という思い込みや常識を捨てて､本

質的な商品価値でお客さんが驚き､感動するため

の接点を追求した結果､これまでにない外観や見

栄えに到達したものだと考えられます｡ 

  

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

会員事業所様へ！企業の経営安定の一助として各種

共済制度を実施しています。是非ご検討ください。 

         むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 認知症サポーターとして

活動しています。自分ので

きる範囲でサポーターとし

て活動しています。訪問の

際は、いろいろなお話を聞

かせてください。 

      そが ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 夏のイベントも天候には

勝てなく､甲子園の勝利

チームの監督のコメント

【辛抱】がポイントのよう

です｡辛抱しながら次の一

手を考えましょう！ 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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チラシ同封サービスを 

ご利用ください！ 
 本誌は､会員事業所に向けて 

発行している､有効的な宣伝ツー 

ルです｡チラシ同封サービスを 

利用し､貴社の商品･サービスを 

ＰＲしませんか？ 

 ■ サイズ A4チラシ(持込) 

 ■ 枚 数 1,350枚    

 ■ 折込料 通常 13,500円 

          6,750円  半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

活動報告 

 8月20日(金)オンラインにて

臨時総会を開催｡河本大輔会長

(㈲ホワイティー 代表取締役)

より自身の会長任期が令和4年

3月末日を以て満了となる旨を

説明｡本総会議案である次期会

長選任の件について､河本会長

より 尾方夏子君(日菜(ひな)

設計室 代表)が推薦され､全会

一致で承認されました｡ 

 

京都府では、高

齢者の運転免許

証が返納されや

すい環境づくり

を 促 進 す る た

め、運転免許証を自主返納された65歳以上の高

齢者を対象に、支援サービスを実施していただ

けるお店を募集されています。「商品代金の割

引」「金融商品の金利引き下げ」「入場料の割

引」等ご協力いただける支援がございました

ら、是非ご登録ください。 

 
 詳細・お申込先： 

京都府高齢者運転免許証自主返納 

サポート協議会事務局（京都府府民 

環境部安心・安全まちづくり推進課） 
TEL: 075-414-4367  
https://www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/support_kyogikai.html 

「高齢者運転免許証自主返納支援事業」 

 協賛事業所募集について 

 京都サンガＦ.Ｃ.観戦チケットを､各試合２名

様に２枚ずつプレゼント！当所会員事業所の事

業者･家族･従業員等の皆様が応募対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇申込方法 

｢事業所名｣｢氏名｣｢電話番号｣｢ご希望の試合日｣

を、電話(52-6866)またはＦＡＸ(52-6769)にて

ご連絡ください｡      【担当:振興課】 

 ① 9月25日（土）18時30分～ 

VS 栃木ＳＣ 

☆申込締切 9月16日（木） 

 ② 10月10日（日）14時00分～ 

VS ＳＣ相模原 

☆申込締切 9月30日（木） 

 

健康診断 申込受付開始 

 みんなで 

“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

「オンライン経営相談」始めました！ 

 下記日程にて健康診断を実施いたします｡労働安全衛生法では、

事業者は常時使用する労働者に対し､1年に1度医師による健康診断

を実施することが義務付けられています｡皆様の健康管理のため、

是非お申込みください。        【詳細：折込チラシ】 

 

日時 
令和３年１０月１４日(木) ～ １１月１２日（金） ※日祝を除く 

午前の部 ９：３０／午後の部 １４：３０ ※完全予約制 

場所 
医療法人啓信会 京都きづ川病院 

住所：城陽市平川西六反26-1 ℡：0774-54-1116 

申込 
本誌 折込チラシ をご確認の上、お申し込みください。 

★申込締切 ： 令和３年９月２２日(水) 

【受診料】Aコース：6,000円/1名、Bコース：2,000円/1名 

 ※1事業所6名様以上のお申込みは、6人目の方から 

  Aコース7,600円/1名、Bコース2,500円/1名 となります 

 当所では、経営支援員による

一般経営相談に加えて、複雑な

専門的事項に関する相談には、

専門相談員(中小企業診断士･

弁護士･税理士･社会保険労務

士等)による無料相談(30分事

前予約制)を実施しています。      

 新型コロナウイルス感染リ

スクの軽減などを理由に来所

することが困難な方にはWEB上

で当所経営支援員や専門相談

員と相談できるようになりま

した。非接触で相談ができます

ので是非ご活用ください。 

資金繰り/販路開拓/経営上のお悩みに対応します 



令和3年9月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第437号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 

9 

(繁栄) 

iｎｔｉｍｅ hair （アンティムヘアー） 

 会員データ [代表] 湯川 大輔 [住所] 城陽市平川山道28-1 [営業時間] 9～19時 

       [定休日] 月曜/第3火曜 [Tel] 0774-56-2260 [Mail] info@intime-hair.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｢アンティム｣とはフランス語で｢親密｣を意味

します｡髪の悩みや想いを共有し､個々に合った

施術でお客様の｢1番キレイ｣を提供する｡そんな

間柄になりたいという思いを店名に込めました｡  

 城陽･平川にサロンを開業して11年｡０歳から

90歳まで､男女を問わず幅広い層の方々にお越し

いただいております｡スタイリストは全員ママな

ので､お喋りを楽しみながらリラックスして施術

を受けられると好評です｡ 

 コロナ禍で美容院に行けずお悩みのお客様の

ために､この度リニューアルオープンをいたしま

した｡他のお客様と密にならないよう､完全個室

を併設｡シャンプー台も､サイドシャンプーだと

対面になりやすいので､バックシャンプー台に交

換することで､対面接触をできるだけ避けられる

ようになりました｡お客様に安心していただけ

る､安全なお店作りに取り組んでおります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 最近の人気メニューは､白髪世代への｢大人３D 

カラー｣です｡派手すぎないハイライトを入れて､

白髪染めにワンランク上のお洒落を楽しんで 

いただけます｡グラデーションカラーやバレイ

ヤージュなどのハイトーンカラーも得意ですの

で､ぜひお気軽にご相談ください｡ 

 HP 
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セミナー等、各種イベント情報は、当所ホームページでもご確認いただけます https://joyocci.or.jp/ 

 新型コロナウイルス感染症による京都府への

緊急事態宣言の発令に伴い【令和3年9月12日

(日)】までの期間については、城陽市産業会館 

貸会議室･ロビーの運用を停止させていただき

ます。  

 また､ワクチン接種会場との兼ね合いにより

【令和4年1月23日(日)までの 土･日･祝日】に

ついても､引き続き利用停止とさせていただい

ております｡ 

 ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたし

ますが､ご理解･ご協力をお願い申し上げます｡ 

産業会館の利用停止について 山背彩りの市 中止のお知らせ 

 毎年11月3日に開催しております｢JOYO産業ま

つり｣を､昨年に引き続き中止することを決定い

たしました。 

 中止決定に至るまでは､運営委員会の中でコロ

ナ禍での開催について議論してまいりましたが､

城陽市においても現在､高齢者の85％以上がワク

チン接種を終え､市民全体の40％以上が接種を終

えても､まだまだ終息が見通せない状況でありま

す｡医療機関の逼迫状況等を予測することも難し

く､出店者や来場者そして周辺地域の皆様の安

全･安心な｢まつり｣を第一に考えますと､残念で

すが開催は困難と判断いたしました｡出店準備を

頂いておられました皆様や関係各位には､大変な

ご迷惑をおかけする事となり心よりお詫び申し

上げます｡ 

 商工会議所では､一日も早い新型コロナウイル

ス感染症の終息と､各関係各位の皆様の益々のご

発展を祈念申し上げ､来年のJOYO産業まつりが､

安全･安心に開催できますよう､今後とも皆様に

は変わらぬご支援､ご協力をお願い申し上げま

す｡ 

   第４２回ＪＯＹＯ産業まつり運営委員会        

           運営委員長 堀井 美郎 

          （城陽商工会議所 会頭） 

    経営セミナー 参加者募集中！ 

 毎年秋に開催をしております山背彩りの市は、

例年通り開催の準備を進めて参りましたが、この

度の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑

み、本年も開催中止を決定いたしました。 

 ご出店を検討いただいておりました皆様には大

変ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承くださいま

すようお願い申し上げます。 

 次年度におきましては新型コロナウイルス感染

症が終息し、盛大に開催できるよう準備をして参

りますので、次回開催の折には何卒ご支援ご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

            にぎわいづくりの会  

             会長 平山 龍男   

第42回JOYO産業まつり 開催中止のお知らせ 

新事業の立案方法と経営革新 
 ～先行き不透明な時代を乗り切るために、 
    リスクを極力回避した新規事業の立ち上げを目指す～ 

 ■ 日時  

     18:30～20:00 

 ■ 会場 当所 会議室 

 ■ 定員 １０社(先着) 

 ■ 申込 以下いずれかの方法 

     にてお申し込みください。 

  

 ・申込書をFAX（52-6769） 

 ・Googleフォームから申込 →→ 

  

        【担当：指導課】 

浦出 奈緒子 氏 

令和3年9月24日(金) 

小規模事業者持続化補助金 

採択される経営企画書を書くコツ 

令和3年10月26日(火) 

中本 美智子 氏 

 ■ 日時  

     14:00～16:00 

 ■ 会場 当所 会議室 もしくは 

     オンラインにて 

 ■ 定員 会場２０名(先着) 

 ■ 申込 以下いずれかの方法 

   にてお申し込みください｡ 

   

  ・申込書をFAX（52-6769） 

  ・Googleフォームから申込 →→ 

       【担当：振興課】 


